
平成 26年度 

夏休みにおすすめする本 
 

選  定 北海道学校図書館協会 

選定協力  札幌市学校図書館協議会 

 

※ 書   名 著 者 名 出 版 社 価格 分類 

 

☆幼児 

絵 ルイスがたべられちゃったひ ジョン・ファーデル／作 ブロンズ新社 1400  

絵 とけいのあおくん エリザベス・ロバーツ／作 

殿内 真帆／絵 

福音館書店 800 933 

絵 ながいでしょ りっぱでしょ サトシン／作 山村 浩二／絵 PHP研究所 1200 913 

絵 大きくなるってこんなこと ルース・クラウス  

ヘレン・オクセンバリー 

評論社 1300 933 

絵 まねっこたいそううさぎちゃん 塚本 やすし そうえん社 1200 913 

 

☆小学校・低学年 

絵 はじめまして 近藤 薫美子 偕成社 1200 726 

絵 ねぬ こしだ ミカ 架空社 1200  

絵 えをかくかくかく エリック・カール／作 偕成社 1400  

絵 せんそう 

 昭和 20年 3月 10日東京大空襲のこと 

塚本 千恵子／文 

塚本 やすし／絵 

東京書籍 1200  

絵 あたし、うそついちゃった ローラ・ランキン／作 評論社 1300   933 

絵 いしをつんだおとこ あきやま ただし ハッピーオウル社 1200 913 

 のっぺらぼうのおじさん そうま こうへい／作  講談社 1100 913 

絵 ほうれんそうはないています 蒲田 實／文 長谷川 義史／絵 ポプラ社 1300 913 

絵 デデとひこうき 中川 洋典 文研出版 1300 913 

知 いもむしってね・・・ 澤口 たまみ／文 あずみ 虫／絵 福音館書店 1100 460 

 

☆小学校・中学年 

 おかあさんの顔 ロディ・ドイル／文 フレーベル館 1400 933 

 返そう赤ちゃんゴリラをお母さんに あんず ゆき／文 文溪堂 1300 916 

 わけありリンゴのアップルパイ あさい ゆうこ／作 BL出版 1300 913 

 あいしてくれてありがとう 越水 利江子／作 岩崎書店 1200 913 

知 動物たちのビックリ事件簿 ①春 宮崎 学／写真・文 農文協 2400 480 

知 動物たちのビックリ事件簿 ②夏 宮崎 学／写真・文 農文協 2400 480 

 はしれさんてつ、きぼうをのせて 国松 俊英／文 WAVE出版 1300 916 

 はこぶ 鎌田 歩／作・絵 教育劇画 1300 913 

 ネルソン・マンデラ カディール・ネルソン／作・絵 鈴木出版 1900 933 



知 ぼくたちいそはまたんていだん 三輪 一雄／作・絵 

松岡 芳英／写真 

偕成社 1800 484 

 

☆小学校・高学年 

 てのひら咲いた 別司 芳子 文研出版 1300 913 

絵 北極点をめざした黒人探検家 

マシュー・ヘンソン 

キャロル・ボストン・ウェ

ザーフォード 

汐文社 1600  

絵 槍ヶ岳 山頂 川端 誠 BL出版 1600 913 

 

 

『赤毛のアン』と花子 

翻訳家・村岡花子の物語 

村岡 恵理 学研教育出版 1300 916 

 星空点呼 折りたたみ傘を探して 嘉成 晴香 朝日学生新聞社 1000  

 ゾウがとおる村 ニコラス・ディビス さ・え・ら書房 1300 933 

 浜人の森 2011 及川 和男 本の泉社 1400  

絵 海のひかり モリー・バング&ペニー・チザム 評論社 1400 933 

 武器より一冊の本をください  

少女マララ・ユスフザイの祈り 

ヴィヴィアナ・マッツア 金の星社 1400 973 

 親子でつくる自然エネルギー工作 

   １、風力発電 

川村 康文／編 

高橋 真樹／写真・文 

大月書店 2750  

 

☆中学校   

 泥だらけのカルテ 柳原 三佳 講談社 1200 916 

 ラ・プッツン・エル  ６階の引きこもり姫 名木田恵子 講談社 1400 913 

 光のうつしえ 廣島 ヒロシマ 広島 朽木 祥 講談社 1300 913 

 思い出をレスキューせよ！ 堀米 薫 くもん出版 1400 916 

 星空ロック 那須田 淳 あすなろ書房 1400 913 

 さよならのドライブ ロディ・ドイル フレーベル館 1500 933 

 ルーシー変奏曲 サラ・ザール 小学館 1500 933 

 ゾウと旅した戦争の冬 マイケル・モーパーゴ 徳間書店 1500 933 

 浦田理恵 見えないチカラとキセキ 竹田 由美 学研教育出版 1300  

 きっときみに届くと信じて 吉富 多美 金の星社 1300 913 

 

☆高等学校 

 札幌アンダーソング 小路 幸也 角川書店 1500  

 ノボさん 伊集院 静 講談社 1600  

 日本国憲法 島本 脩二 メディアパル（発売） 467  

 てらさふ 朝倉 かすみ 文藝春秋 1850  

 ジェームズ・ボンドは来ない 松岡 圭祐 KADOKAWA 1400  

 

 

 「夏休みにおすすめする本」は、「月のリスト」をもとに選定しています。 

詳しくは、北海道学校図書館協会のホームページをご覧下さい。 

                                

※ 知・・・知識の本  絵・・・絵本 

※ 分類は作品に記載されているもの 

※ 価格は税抜き本体価格 


